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研究ノート

医師の診療に関わる
労働時間の測定に関する研究

抄　　録

背　景：我が国では、近年、医師の労働時間に関する調査結果がいくつか報告されている。しかし、いずれもアンケート
調査であり、1996年以降、実測調査は行われてはいない。

目　的：医師の診療に関わる労働時間の実測調査を行うとともに、アンケート調査を行い、実測調査との比較を行うこと
を目的とした。

方　法：救急告示を受け、臨床研修指定を受けている3病院の外科医師16人を対象に連続5日間、9時から16時までの間、
計測員による直接観察法により実測調査を行った（すべて男性、31 ～ 59歳、平均年齢44.6歳）。また、2病院の医師10
人を対象にアンケート調査を行い（すべて男性、31 ～ 56歳、平均年齢42.1歳）、実測値と比較した。

結　果：全観察時間20,049分の69.5%に該当する13,931分について直接観察・記録を行い、このデータについて分析を行っ
た。医師が仕事を行った場所は外来55.6%、ナースステーション16.7%、病室9.7%で、全体の82.0%を占めた。患者と
直接対面した時間は、外来では64.3%、病棟（病室及びナースステーション）では38.8%であった。外来における患者
1人当たりの診療時間は、直接対面あり6.3分、直接対面なし3.5分、合計9.9分であった。病棟では、直接対面あり1.7分、
直接対面なし2.9分、合計4.6分であった。患者と直接対面した診療時間において実施された業務は、問診（外来77.7%、
病室72.6%）、説明（94.4%、56.8%）、身体診察（64.7%、41.1%）、創部消毒・処置（6.1%、16.8%）、記録・データ確
認（72.4%、3.4%）、コンピュータ操作（61.0%、0）、伝票・書類作成（25.3%、0.3%）、紙カルテ記入（57.9%、0.3%）
であった。直接観察が可能であった時間帯を対象にアンケート調査による労働時間の自己申告値と実測調査による実測
値を実測比（＝自己申告値/実測値）として計算すると、外来、病棟診療ともにほぼ1であった（外来；平均値0.98

［95%CI;0.91-1.06］、病棟；平均値0.94［95%CI; 0.76-1.13］）。
結　論：実測調査によって、患者と直接対面している時間、患者と直接対面しない時間を計測することができること、また、

どのような診療行為や作業がどの程度行われているのかを測定することができることが判明した。しかし、実測調査を
すべての時間において実施するためには、医師の協力、計測員の確保、費用の観点で非常に困難を伴うものであること
が判明した。今回の調査結果では、外来及び病棟診療での医師の労働時間は、自記式アンケート調査によってある程度
まで代替できる可能性が示唆された。
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＊1　東北大学病院総合診療部講師
＊2　東北大学大学院医学系研究科発生生物学分野教授
＊3　�元　東北大学大学院医学系研究科地域医療システム学（宮

城県）寄附講座助教
＊4　東北大学病院総合診療部教授

金村　政輝＊1　　伊藤　恒敏＊2　　小笠原　博信＊3

木村　秀樹＊3　　本郷　道夫＊4

１．はじめに

近年、医師不足が深刻な社会問題となっており、
病院の勤務医における業務量の増大や長時間労働
が指摘されている1）。柴田ら2）は、国の統計資料
である医療施設調査及び病院報告のデータを用
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い、1995年から2005年の間で、入院・外来患者数
の増加はないものの、手術件数及び検査件数の急
激な増加があることを指摘している。医師の労働
時間についても、近年、様々な調査結果が報告さ
れている3〜5）。しかし、いずれもアンケート調査
であり、実測調査は行われてはいない。

医師が患者とどの程度対面して業務を行ってい
るのかについては、平成10年に病院勤務医を対象
にしたアンケート調査が行われている6）。病棟診
療での直接対面によって行われている診療の時間
は全体の82.4〜89.0%であった。後藤らはアンケー
ト調査を行い、診療時間と患者数から患者1人当
たりの診療時間を算出し、外来診療では11.8 〜
12.3分、病棟診療では9.7 〜 13.5分と算出した7）。
高松らは、外来診療のビデオ撮影により患者が診
察室に滞在している時間を測定し、平均9分44秒
と報告している8）。

近年、医師の業務量や労働時間の管理は、病院
のマネジメントの観点から重要な課題と認識され
てきている。病院には、医師をはじめとして多種
多様な職種が働いているが、職種別に労働時間を
測定し（タイムスタディ）、原価を計算することで、
病院経営の改善に役立てようとする取り組みも始
まりつつある9）。しかし、我が国では医師を対象
とした調査は少なく、これまで報告された調査結
果3〜7）もほとんどがアンケート調査によるもので
あり、実測調査はビデオ撮影による高松らの調査
結果しかない8）。

2008年の診療報酬改定では、外来管理加算の意
義付けについて見直しが行われた。俗に言う「5
分ルール」であり、「医師が実際に概ね5分を超え
て直接診察を行っている場合に算定できる」と規
定されている。日本病院会が厚生労働省の受託事
業の一貫として、タイムスタディを行う予定との
報道もあり10）、医師の労働時間の実測調査につい
て関心が高まっている。

しかし、我が国で行われた調査を振り返ると、
実測調査を行った高松ら8）の調査は1996年行われ
たものであり、それ以降では実測調査は報告され
ていない。また、近年報告された調査結果はすべ
てアンケート調査である3〜5）。

実測調査は、データの豊富さと正確性において
アンケート調査より優れていると考えられる。し
かし、計測員を確保し、トレーニングを行い、そ
して実際に調査を行うという手間がかかる。その
ため、時間を要し、費用もかさむため、実施が困
難であることが予想される。また、これらの問題
を解決し、実施することができたとしても、どの
ような事項についてどの程度まで測定できるのか
ということについては定かではない。費用が少な
い、あるいは、対象者からの協力が限定的である
場合には、限られた調査期間で、限られた対象者
に対してしか調査を実施できない状況が考えられ
る。

一方、アンケート調査は、データ収集の簡便性
については実測調査より優れていると考えられ
る。時間、費用のいずれについても実測調査より
実施が容易である。また、調査期間については任
意の設定をすることが容易であり、調査対象者か
らも比較的協力を得やすいと考えられる。しかし、
アンケート調査では回答者が思い出して記入する
という作業を伴うため、リコール・バイアスの影
響を含めた回答の正確性の問題がある。また、調
査結果が回答率の影響を受けることが否定できな
い。回答率を高めるためには、記入事項を少なく
し、回答者の負担を減らすことが必要となるが、
記入事項を絞り込むことはそれだけ情報量を低下
させることにつながる。

２．目的

本研究では、近年、我が国において医師の労働



41医師の診療に関わる労働時間の測定に関する研究

時間について実測調査が報告されていないことに
鑑み、現在の医療環境における実測調査として調
査を行うことで、どのような事項についてどの程
度まで測定できるのかを明らかにすることを第一
の目的とした。そして、実測調査と同時にアンケー
ト調査を行い、実測調査との比較を行うことで、
その正確性について新しい知見を得ることを目的
とした。

３．対象と方法

（1）調査対象病院
外科は、医師数人がチームを組んで診療を行な

うスタイルが伝統的な診療パターンとなっている
ため、病院内における医師間の診療内容の差異は
それほど大きくはないものと考えられる。また、
外科領域では、医療法上標榜可能な診療科は、外
科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科だけで
あり、小児外科を除けば、内科から紹介される患
者や外傷患者を対象に診療を行うという基本的な
診療パターンがあり、しかも、心臓血管外科や呼
吸器外科は、外科領域の中でもサブスペシャリ
ティとして位置付けられているため、外科におけ
る診療内容については内科ほど大きな違いがない
ものと考えられる。そこで、宮城県内の外科を標
榜し、救急告示を受け、臨床研修指定を受けてい
る病院を対象とした。宮城県内には、平成19年4
月の時点で10の医療圏に145病院が存在する。①
外科標榜、②救急告示、③臨床研修指定の3つの
条件を満たす病院は20病院あり、そのうち、11病
院がひとつの医療圏に集中していた。そこで、同
一の医療圏にあるこの11病院のうち、調査への協
力を打診し、病院長及び外科部長の協力が得られ
た3病院を調査対象とした。この3病院の病床数
はいずれも一般病床が300床以上の病院であった。
なお、この3病院には、特定機能病院である大学

病院は含まれていない。

（2）実測調査方法の開発
米国ではいくつかの先行研究11〜14）があるが、具

体の方法についての記載が少なく、参考となる情
報を入手することはできなかった。一方、我が国
では1998年から笹原、大野らによって看護師を対
象とした労働時間の実測調査が継続的に行われて
おり、そのノウハウが報告されている15〜17）。そこ
で、これらのノウハウを参考に実測調査の方法を
検討した。その上で、東北大学病院において事前
調査を行い、記録票の開発を行った。

医師は外来、病室、ナースステーション、検査
室、手術室、集中治療室、医局など院内のさまざ
まな場所でさまざまな診療行為や作業を行ってい
る。そこで、医師のいる場所に着目することで、
それぞれの時間を正確に測定できると考えられ
た。また、外来と病棟においては、患者の入室・
退室、あるいは、医師の入室・退室によって区切
る事が可能であることから、患者と直接対面して
いる時間、患者と直接対面しない時間を計測する
こととした。

しかし、多くの患者の診療を行っている外来や
病棟において医師の行動を詳細に観察したとこ
ろ、複数の行為や作業が同時並行的になされてい
ることが判明した。また、外来で作成される書類
として、診療録、検査伝票、処方箋、紹介状があ
げられるが、これらは、紙の用紙とコンピュータ

（PC）からの印刷によるものが混在しており、医
師は筆記とPC端末への入力・印刷などの作業を
並行して行っていた。さらに、患者が退室した後、
診療録への詳細な記録や、伝票作成の完了、紹介
医師に対する返礼状作成などが行われていた。こ
れらのひとつひとつについて、時間を計測し、記
録することは困難であると考えられた。そこで、
外来と病棟のそれぞれにおいてどのような診療行
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とし、医師に次の予定を確認するか、医師から連
絡をもらい観察・記録を再開することとした。ま
た、連絡の行き違いや患者の容態等により医師が
診療をしている事態も想定されたため、直接観察
できない場合には、計測員が30分おきに外来と病
棟を巡回し、観察・記録の漏れができる限り少な
くなるようにした。

計測員は、東北大学医学部学生から募集した。
観察・記録の方法についてのマニュアルを作成し、
東北大学病院の外来診察室及び病棟において、医

為や作業がどの程度行われているのかを測定する
こととし、あらかじめいくつかの行為群を設定し、
観察の際に確認された診療行為・作業の有無を記
録することとした（表1）。

その上で、調査対象病院と意見調整を行った。
その結果、医師の協力、部屋の広さ、感染や放射
線の曝露などの理由から医師が医局、手術室、放
射線検査室などの検査室に滞在する時間において
は、直接観察は行わないこととした。1対1での観
察・記録は、医局・手術室・検査室への入室まで

表１　勤務医の労働実態に関する調査票
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師による診察場面のシミュレーションを行い、観
察・記録の方法の標準化を図った。この事前講習
を受講した学生を計測員として採用した（男性10
人、女性16人）。

（3）アンケート調査票（self-recorded diary）
アンケート調査では、実測調査との比較が可能

なように診療の行われる場所に着目し、そこでの
医師の滞在時間を調査した（表2）。東北大学病
院での事前調査において、3人の医師に協力を依
頼し、実際に1週間記録をしてもらい、回答のし
やすさ、負担についてヒアリングを行い、調査票
の修正を行った。

（4）対象者の選定
対象病院の外科部長及び事務長の協力を得て、

文書を提示して調査方法を説明し、同意の得られ
た常勤の医師（外科医）を調査対象者とした。実
測調査については3病院すべてから協力が得られ
た。アンケート調査については2病院から協力が
得られた。実測調査の対象は16名、すべて男性で
ある。年齢は31〜59歳、平均年齢44.6歳であった。
また、アンケート調査の対象は10名である。年齢
は31 〜 56歳、平均年齢42.1歳であった。なお、
臨床研修医は対象に含まれてはいない。

（5）調査の実施
調査は平成20年3月に行い、1病院について月

曜日から金曜日までの連続5日間を調査対象期間
とし、9時から16時までの時間帯において調査を
行った。ただし、1病院については調査対象期間
中、祝日が1日含まれていたため、当該祝日を除
く4日間で調査を行った。アンケート調査は、実
測調査と同じ期間に行い、調査対象期間の終了後、
調査票を回収した。

（6）集計・分析
計測員が医師の滞在場所、時刻について直接、

観察・記録を行うことができた時間（直接観察時
間）を分析に用いた。このうち、外来診療及び病
棟診療に従事する時間については、患者と直接対
面する時間と直接対面しない時間を算出した。患
者と直接体面する時間については、実測値を用い、
患者1人当たりの診療時間を算出した。患者と直
接対面しない時間については、合計時間を全患者
数で除し、1人当たりの診療時間を算出した。

外来診療と病棟診療における業務内容について
は、直接観察によって確認された診療行為・作業
の行為群のそれぞれについて、その出現頻度を算
出した。

アンケート調査のうち実測調査を行った時間
帯（9時から16時）を対象に、外来診療及び病棟
診療の時間について比較を行った。アンケート調
査による診療時間を自己申告時間、実測調査によ
る時間を実測時間とし、その比（実測比＝自己申
告時間/実測時間）を算出した。実測比について
は平均値及びその95%信頼区間を算出し、関連の
ある2標本のt検定を行った。データの入力には
Microsoft�Excel�2003を用い、集計・分析及びt検
定にはSPSS�ver14.0を用いた。

（7）倫理的な配慮及び個人情報の取り扱い
本調査では、計測員が患者に直接働きかけたり、

診療行為に介入することはないため、倫理的な問
題は発生しない。しかし、診察の場面に立ち会う
形になるため、偶然知りえた個人情報について適
切に対応することが求められる。本調査において
は、患者のデータを必要とはしないため、患者の
情報については一切記録しないこと、偶然知りえ
た個人情報であっても口外しないことを義務付
け、事前調査の段階から徹底した。また、身体診
察を行う場合には、患者の羞恥心に配慮し、カー
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テンやパーティションを利用し、観察位置を変え
るなどの対応をとることも事前調査の段階から徹
底した。状況に応じて、個室の外で待機するなど
して、間接的に観察を行うこととした。回収した
記録票については、患者に関する個人情報が含ま
れないことを確認して回収した。

４．結果

（1）医師の労働時間の実測調査
今回の調査における全観察時間は20,049分（334

時間09分）であった（図1）。このうち、計測員
が医師の動向を観察・記録できた直接観察時間は
13,931分（232時間11分）、全観察時間の69.5%で
あった。計測員が医師に同行できず直接観察でき
なかった時間は6,118分（101時間58分）で、全観
察時間の30.5%であった。これは、前述のとおり、

医局・手術室・検査室への入室以後のために計測
員が医師に同行できず直接観察できなかった時間
である。直接観察時間の内訳は、外来7,737分、ナー
スステーション2,322分、病室1,353分、移動中
629分、医局382分、検査室233分、集中治療室
126分、その他1,149分であった。外来、ナースス
テーション、病室で直接観察時間の82.0%を占め
た。医師1人当たりでは全観察時間は650分（10
時間50分）〜 2,001分（33時間21分）、直接観察
時間は393分（6時間33分）〜 1,539分（25時間39
分）であった（図2）。

直接観察時間13,931分のうち、外来診療と病棟
診療における医師が患者と直接対面した時間及び
直接対面しなかった時間を示す（図3）。外来で
は直接対面あり4,974分（64.3%）、直接対面なし
2,763分（35.7%）であった。病棟診療のうち、病
室では、直接対面あり1,307分（96.6%）、直接対面
なし46分（3.4%）、ナースステーションでは、直
接対面あり118分（5.1%）、直接対面なし2,204分

（94.9%）であった。病室とナースステーションを
合わせて病棟診療とすると、病棟診療では、直接
対面あり1,425分（38.8%）、直接対面なし2,250分

（61.2%）であった。
外来で直接対面した4,974分において、医師16

名は延べ784人の患者と対面していた。直接観察
法によって観察・記録された患者毎の診療時間の
分布を図4に示す。直接対面での平均診療時間は
6.3分であった。外来で直接対面していない診療時
間2,763分について、その時間が直接対面した患
者784人に均等に使用されたものと仮定して計算
すると、患者1人当りの直接対面ではない診療時
間は3.5分であった。その結果、外来における患
者1人当たりの診療時間の合計は9.9分と計算され
た。外来での1人当たりの診療時間の比較を行う
と、直接診療時間は病院別で計算すると5.7 〜 7.1
分であったのに対して、医師別で計算すると1.3図１　全観察時間

外来★
7,737
38.6%

ナースステー
ション★
2,322
11.6%

計測員が医師に
同行できず直接
観察できな
かった時間
6,118
30.5%

集中治療室★
126
0.6%

検査室★
233
1.2%

移動中★
629
3.1%

医局★
382
1.9%

単位：分
（合計20,049分）

★は直接観察時間
　（計13,931分）

病室★
1,353
6.7%

その他★
1,149
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図２　医師別での全観察時間と直接観察時間

図３　外来・病棟における直接観察時間の内訳

〜 8.7分であった。外来患者数が一桁と極端に少
ない医師3人を除外して計算すると4.7 〜 7.9分で
あった。

病室で直接対面した1,307分において医師16名
は延べ798人の患者と対面していた。直接観察法
によって観察・記録された患者毎の診療時間の分
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布を図5に示す。直接対面での平均診療時間は1.6
分であった。病室での直接対面していない時間46
分について、その時間が直接対面した患者798人
に均等に使用されたものと仮定して計算すると、
患者1人当たりの直接対面ではない診療時間は0.1
分であった。その結果、病室における患者1人当
たりの診療時間の合計は1.7分と計算された。病
室での1人当たりの診療時間の比較を行うと、直
接診療時間は病院別で計算すると1.3 〜 2.6分で
あったのに対して、医師別で計算すると0.9 〜 3.2
分であった。

ナースステーションの診療時間（直接対面118
分、直接対面なし2,204分）が、病室で直接対面
した798人に均等に使用されたものと仮定して計
算すると、患者1人当りの診療時間は、直接対面
で0.1分、直接対面なしで2.8分と計算された。そ
の結果、病棟診療における患者1人当たり診療時
間は、直接対面あり1.7分、直接対面なし2.9分、
合計4.6分と計算された。

（2）医師の診療業務の実測調査
外来において患者と直接対面した診療時間（観

察時間4,974分、延べ患者数784人）において実施
された業務は、問診77.7%、説明94.4%、身体診察
64.7%、創部消毒・処置6.1%、紙カルテ・紙データ・
写真の確認72.4%、PC操作61.0%、伝票・書類作
成25.3%、紙カルテ記入57.9%、物品等準備・手洗
い7.7%、スタッフとの対話23.3%であった（図6）。

同様に、病棟診療のうち、ナースステーション
を除く病室において患者と直接対面した診療時間

（観察時間1,307分、延べ患者数798人）において
実施された業務は、問診72.6%、説明56.8%、身体
診察41.1%、創部消毒・処置16.8%、紙カルテ・紙
データ・写真の確認3.4%、PC操作0%、伝票・書
類作成0.3%、紙カルテ記入0.3%、物品等準備・手
洗い8.4%、スタッフとの対話48.9%であった。

（3）アンケート調査
医師は1日平均735.4分（12時間15分）業務に

従事していた（図7）。その内訳は、病棟226.9分（3
時間47分）、手術室199.0分（3時間19分）、外来
165.9分（2時間46分）、医局85.0分（1時間25分）、
検査室9.8分、呼び出し対応9.3分、当直1.8分、そ
の他37.8分であった。

アンケート調査による従事時間のうち外来診療
及び病棟診療の時間について、実測調査を行った
時間帯（9時から16時）を対象に、アンケート調
査による診療時間（自己申告時間）と実測調査に
よる時間（実測時間）の比である実測比（＝自己
申告時間/実測時間）を算出した（図8）。外来で
は、実測比は0.75 〜 1.18、平均値0.98（95%CI;0.91-
1.06）であった。病棟では、実測比は0.�62 〜 1.55、
平均値0.94（95%CI;�0.76-1.13）であった。

５．考察

今回の調査では、9時から16時までの時間帯に
おいて実測調査を行った。したがって、調査対象
とならなかった時間帯については観察ができてい
ない。全労働時間のうち、実測調査で観察・記録
された時間を計算すると、病棟診療の25.7%、外
来診療の51.6%に過ぎない。また、実測調査にお
ける直接観察時間は全観察時間の69.5%であり、
直接観察できなかった時間は30.5%であった（図
1）。今回の調査では、医師の協力、部屋の広さ、
感染や放射線の曝露などの理由から1対1での観
察・記録は、医局・手術室・検査室への入室まで
とした。そのため、これらの直接観察できなかっ
た時間の大部分は、医局、手術室、検査室であっ
たと考えられる。より正確な調査を行うためには、
これらの時間も含めて、全観察時間を直接観察す
ることが必要である。しかし、医師に計測員を張
り付けて1対1で長時間観察することは、医師の
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図４　外来における患者1人当たりの直接対面による診療時間（実測値）

図５　病室における患者1人当たりの直接対面による診療時間（実測値）
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図６　外来と病室の診療業務における診療行為・作業

図７　アンケート調査における1日平均従事時間
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協力、計測員の確保、費用の観点で非常に困難を
伴う。医師の所在ということだけについてであれ
ば、計測員によらない方法、例えばＩＣカードな
どの所在がわかるようなシステムを利用すること
も一法かもしれない。ICカードを医療現場で利用
する際の安全性や実用性について調査研究が進む
ことを期待したい。

直接観察時間のうち、医師が患者と直接対面し
た時間について見ると、外来は64.3%、病室は
96.6%であり、病室とナースステーションを合わ
せた病棟では直接対面した時間が38.8%であった

（図3）。つまり、外来と病棟診療では、患者と直
接対面する時間の割合について違いがあることが
判明した。しかし、本調査では、調査時間が限ら
れているため、調査対象以外の時間における診療
行為や作業については直接観察時間に反映されて
いない。外科の場合、伝統的に朝と夕方の2つの
時間帯で入院患者の診療（回診）が行われている
ことが多い。今回の調査は9時から16時までを対
象としたが、実際には、外来診療の開始前に朝の
回診を行っている病院があり、16時以降にも夕方

の回診が行われていた。また、9時以前と16時以
降では日当直業務が加わり、時間外の受診患者に
対する診療が行われている可能性がある。この回
診や日当直業務が反映されれば、病棟や外来診療
については、直接対面する時間の割合が増えるこ
とが予想される。

一方で、日中の時間帯ではあらかじめ予定され
た手術が行われていることが多く、16時以降には、
手術による切除標本の整理、手術記録の作成、検
査結果の確認、治療や検査の指示、患者家族への
説明、時間外手術など、多種多様な診療行為や作
業が行われていることが考えられる。外来診療に
おいても、診断書などの書類作成が行われている
ことが考えられる。今回の調査では、これらのデー
タについては入手できておらず、直接対面した時
間にどう影響を与えるのか推測することは難し
い。より正確な調査を行うためには、これらの時
間も含めて、全観察時間を直接観察することが望
ましいと考えられた。

患者1人当たりの直接対面による診療時間は、
外来で平均値6.3分、最頻値4分であった（図4）。

図８　�アンケート調査による自己申告時間と実測調査による実測時間の比較�
（実測比＝自己申告時間 /実測時間）



51医師の診療に関わる労働時間の測定に関する研究

直接診療時間が5分に満たないものは297件（人）
で全体の37.9%に該当した。本調査の対象となっ
た病院は300床以上の外科標榜病院で救急告示を
受けた臨床研修指定病院ではあるものの、2008年
4月から導入された「5分ルール」を適用するとし
た場合、大きな影響を及ぼす可能性のあることが
判明した。

また、「5分ルール」のような診療時間に着目し
たルールの実施状況を確認するためには、直接観
察によって確認するほかない。しかし、本調査が
示すように、直接観察には多大なる労力と費用を
要するものであり、「5分ルール」の検証は困難を
伴うものと考えられる。検証が困難なことをルー
ルとして導入することの妥当性について今後議論
される必要があるものと考えられた。

病室では直接対面による診療時間の平均は1.6
分と短い時間であった（図5）。前述のとおり、外
科における朝や夕方の回診のため、調査時間帯に
おいて直接観察された時間が短かった可能性が考
えられた。病棟診療について実態をより正確に把
握するためには、観察時間を拡大し、直接観察す
ることが必要と考えられた。

また、今回、医師が行う診療業務は多岐にわた
り、同時並行的に行われていることが確認された

（図6）。外来ではPC操作61.0%、紙カルテ記入
57.9%、伝票・書類作成25.3%と医師が直接行って
いる事務処理が相当程度あることが確認された。
2008年の診療報酬改定では、病院勤務医の事務負
担の軽減を図るため、いわゆる「医療秘書」の配
置について評価されることとなった。算定は、一
般病床に入院した患者について限定されている。
今後、医療秘書の外来患者への適用について検討
する必要があると考えられた。

今回、診療業務の把握においては、観察・記録
の方法についてのマニュアルを作成し、計測員の
トレーニングを行ったが、計測員による分類のバ

ラツキが生じた可能性は否定できない。2人の計
測員を配置し、同時に測定し、その結果を照合す
ることで、計測員によるバラツキを抑えることが
考えられる。しかし、診察室のスペース、人員の
確保、予算の確保といった問題もあり、現実的に
はかなり難しい。

また、今回の調査では、個々の行為についてそ
れらが行われた時間を測定することはできなかっ
た。リアルタイムでこれらの実測を行うことは困
難であるが、先行研究8）のようにビデオ撮影であ
れば、計測員による分類のバラツキの問題も同時
に解決できる可能性がある。しかし、ビデオ撮影
の際には医師と同時に診療を受けている患者が撮
影される可能性が高い。倫理的な配慮及び個人情
報の取り扱いについて適正に対応するためには、
事前に患者に調査について説明し、撮影について
同意を得る必要がある。患者の同意が得られない
場合には、撮影できない場面が生じる可能性があ
り、漏れのない観察を行うことが困難になる。ま
た、患者に説明を行い、同意を得る手続きにも時
間を要することになり、結果として撮影対象とな
る診療行為や診療時間に対して影響を与える可能
性が否定できない。ビデオ撮影は客観性、再現性
において利点があるが、これらの可能性を考慮す
ると、現実的にはかなり困難を伴う方法と考えら
れた。

アンケート調査による診療時間（自己申告時間）
と実測調査による診療時間（実測時間）から、外
来診療と病棟診療について実測比（=自己申告時
間/実測時間）を算出したところ、ほぼ1であっ
た（図8）。アンケート調査によって、医師の労
働時間をある程度正確に把握できる可能性を示す
結果である考えられた。しかし、今回の調査では、
直接観察が出来た時間帯のデータに限って比較を
行っている。今回の結果が限られた時間帯であっ
たために偶然に観察された結果なのかどうか、今
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後、実測調査の観察時間を広げ、精度や信頼性に
関する新たな知見が得られることを期待したい。

今回の調査対象は外科医であった。外科は医師
数人がチームを組んで診療を行うスタイルが伝統
的な診療パターンになっている。そのため、医師
間の診療スタイルの差異が現れにくい可能性があ
る。また、外科では手術があり、チームとして参
加することになる。今回の実測調査では、手術の
時間帯は直接観察の対象となっていないため、手
術の時間が増えれば、それだけ直接観察の対象と
なる時間が少なくなる構造になっている。このよ
うな外科の診療スタイルの特徴が結果に影響した
可能性は否定できない。

平成18年度医師・歯科医師・薬剤師調査18）の
結果によれば、外科を主たる標榜科としている医
師は、医療施設に従事する医師の8.2%、病院に従
事する医師の9.9%を占めるに過ぎない。しかも、
本調査の対象は、救急告示を受けた臨床研修指定
病院に限定した。したがって、今回の調査結果を
解釈する場合には、慎重さが求められる。

また、今回は医師間の診療内容の違いが少ない
と考え、外科を対象にした。しかし、その一方で、
診療科による診療スタイルの違いがあり、診療科
によってどのような違いがあるのかは明らかでは
ない。今後、他の診療科についても調査が行われ、
診療科による違いについても検討される必要があ
ると考えられた。

６．結語

今回、病院の医師の労働時間と業務に関する実
測調査を行った。外来と病棟においては、患者の
入室・退室、あるいは、医師の入室・退室によっ
て区切る事により、患者と直接対面している時間、
患者と直接対面しない時間を計測することができ
ること、外来と病棟のそれぞれにおいてどのよう

な診療行為や作業がどの程度行われているのかを
測定することができることが判明した。一方、実
測調査をすべての時間において実施するために
は、医師の協力、計測員の確保、費用の観点で非
常に困難を伴うものであることも判明した。また、
今回の調査結果では、外来及び病棟診療に関する
医師の労働時間は、自記式アンケート調査によっ
てある程度まで代替できる可能性が示唆された。
しかし、今回の調査は限られた対象・時間帯の観
察で得られた結果である。今後、さらなる研究が
行われ、新しい知見が得られることが期待される。
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A Study of Japanese Doctors’ Working Time

Abstract

Backgrounds :�Several�recent�studies�have�focused�on�Japanese�doctors’�working�time�and�their�workload.�All�
these�studies�are,�however,�questionnaire�surveys,�and�direct�observations�have�not�been�attempted�since�1996.

Purpose :�To�investigate�doctors’�working�time�by�direct�observations�and�to�compare�the�results�with�those�of�
self-recorded�diary�surveys.

Methods :�We�conducted�a�time�study�on�16�doctors�covering�five�consecutive�days�and�from�9�am�to�4�pm�
each�day�by�direct�observations.�The�subjects�are�all�male�general�surgeons�between�the�ages�31�and�59,�with�an�
average�age�of�44.6,�who�work�in�3�teaching�hospitals.�We�also�conducted�parallel�self-recorded�diary�surveys�on�10�
doctors�（all�male�general�surgeons,�31–56�years�old,�average�age�42.1）�in�2�of�these�3�hospitals.�We�then�compared�
the�self-recorded�working�time�data�with�the�working�time�data�obtained�by�direct�observations.

Results :�Out�of�a�total�of�20,049�minutes�of�recordings�in�this�study,�those�by�direct�observation�accounted�for�
13,931�minutes�（69.5%）.�Doctors�spent�82�percent�of�their�time�in�clinical�practices:�they�spent�55.6%�of�their�time�in�
out-patient�care,�16.7%�at�the�nurses’�station,�and�9.7%�at�patients’�bedsides.�Time�spent�in�the�presence�of�patients�
accounted� for� 64.3%�of� the� time� for� out-patient� care� and� 38.8%�of� the� time� for� in-patient� care�（i.e.,� at� patients’�
bedsides�and�at�nurses’�stations）.�A�total�of�9.9�minutes�per�patient�were�spent�for�out-patient�care,�of�which�6.3�
minutes�were�spent�in�the�presence�of�patients�and�3.5�minutes�were�spent�in�their�absence.�For�inpatient�care,�a�
total�of�4.6�minutes�per�patient�were�spent�per�patient,�of�which�1.7�minutes�were�with�the�patients�and�2.9�minutes�
were� in� their� absence.�Doctors�performed� the� following� tasks�when�patients�were�present;�medical� interviews�

（77.7%�of�out-patients�and�72.6%�of�in-patients）,�explanation�of�the�diseases�（94.4%�of�the�out-patients�and�56.8%�of�
the�in-patients）,�physical�examinations�（64.7%�of�the�out-patients�and�41.1%�of�the�in-patients）,�treatment�of�wounds�

（6.1%�of� the�out-patients�and�16.8%�of� the� in-patients）,�confirmation�of�medical� records�and� laboratory� test�data�
（72.4%�of�the�out-patients�and�3.4%�of�the�in-patients）,�computer�operation�（61.0%�of�the�out-patients�and�none�of�the�
in-patients）,�simple�paper�works�（25.3%�of�the�out-patients�and�0.3%�of�the�in-patients）,�and�chart�recordings�（57.9%�
of�the�out-patients�and�0.3%�of�the�in-patients）.�

The�ratio�of�the�self-recorded�working�time�to�the�actual�working�time�obtained�by�direct�observation�were�
0.98�for�out-patient�care�（95%�CI;�0.91–1.06）,�and�0.94�for�inpatient�care�（95%�CI;�0.76–1.13）.

Conclusions :�Using�a�direct�observation�method,�we�were�able�to�measure�the�time�spent�with�the�patients�
and� time� spent�without�patients,� and� record� the�various� tasks�doctors�have�performed.�Round-the-clock�direct�
observations�proved� to�be�difficult,� requiring� increased� cooperation� from�physicians,�more� recorders,� and�more�
money.�Our�result�indicate�that�doctors’�self-recorded�diary�surveys�are�practical�substitute�for�direct�observations�
on� their� time� spent� for� out-patient� care� and� inpatient� care,� as� the�differences�between� the� self-recorded�diary�
observations�and�the�direct�observations�were�minimal.
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